
発刊にあたって

発刊にあたって

日本は2013年12月、障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）（Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities）を批准し、2014年1月、批准書を国

際連合事務総長に寄託し、140カ国目の締約国となった。

障害者権利条約は障がいのある人の人権と基本的自由の享有を確保し、障

がいのある人の固有の尊厳の尊重を促進し、その権利を実現するための措置

等を国に義務付けた。

2014年2月19日から、障害者権利条約は日本の国内法としても効力が生じ

ている。

障害者権利条約1条は、障害者の定義について、「障害者には、長期的な

身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互

作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加するこ

とを妨げ得るものを有する者を含む」としている。

すなわち、医学的な機能障害を基礎としながら、障害とは、障がいのある

人の社会参加を妨げる社会的なバリアにより生じるという「障害（者）の社

会モデル」を採用している。

2011年8月5日に施行された改正後の障害者基本法2条は、「障害者」の

定義について、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他

の心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に

日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」（同条

1号）とする。また、社会的障壁について、「障害がある者にとつて日常生

活又は社会生活を営むうえで障壁となるような社会における事物、制度、慣

行、観念その他一切のものをいう」（同条2号）とし、日本の障害者法制度

において、障害者の社会モデルを採用する、パラダイム転換を果たした。

障害者の社会モデルとは、障がいのある人を社会がありのまま受け入れ、

従来の障害者は治療と訓練により自ら障害を治して、『健常者』に近づくと

いう障害者の医学モデルと決別する考えである。
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発刊にあたって

ところが、障害年金制度は、たとえば、「初診日」要件を設け、障害の原

因となった傷病に関して、医療機関を受診したことを受給のために不可欠の

要件としている。

これは、「障害は治療により治すべきものである」という医学モデルに依

拠する、本来克服されるべき、悪しき因襲にほかならない。

現行の障害年金法制度は、障害者権利条約の考えと乖離し、障がいのある

人の生存権保障制度として、極めて問題があり、複雑かついびつな状況にあ

る。

しかるに、障害年金制度の改善や障がいのある人の適正な障害年金を受け

る権利を保障するため、弁護士会や弁護士が本来の役目をおよそ果たしてい

ない現状にある。

本書はそのような問題意識のもと、弁護士がこの分野で人権保障の使命を

発揮し、障がいのある人に必要な障害年金受給の権利を保障し、あまねく行

き渡ることを念願して、発行されるものである。

もちろん、弁護士のみならず、社会保険労務士等の専門職、障がいのある

当事者、その家族、支援者にとっても有意義な書物となることを目的として

いる。

本書が、障がいのある人の所得保障が少しでも前進することに寄与できれ

ば、望外の喜びである。

2018（平成30）年2月

 日本弁護士連合会会長　中本　和洋
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第１章　はじめに

Ⅰ　障がいのある人にとっての障害年金の意義

『障害者白書〔平成29年版〕』によると全国の障がいのある人の人数は858

万7000人である。

この内、国が雇用施策対象者（18歳～64歳の在宅者 ) と位置づける人は約

324万人とされている（厚労省「障害者の就労支援対策の状況」（2015年）参

照）。

その内、障害者雇用促進法で雇用が義務付けられている企業（50人以上規

模の企業・法定雇用率2.0％）および官公署における労働者総数は47万4374人

である（厚労省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課「平成28年度障害者雇用

状況の集計結果」参照）。単純に計算すると15％程度の就業率である。50人未

満規模の企業での就労者もいるが、厚労省が行った従業員5人以上の企業調

査（厚労省「平成25年度障害者雇用実態調査」参照）でも、民間での障害者雇

用人数は推定で63万1000人とされており、19％程度の就業率にすぎない。

すなわち、稼働対象障害者の8割以上が失業状態にある現実がある。一般

市民の失業率は3.0％程度であり、就業率は97.0％である（総務省統計局「労

働力調査　2016年度」）。

2014年2月19日に日本でも発効した障害者権利条約は、障がいのある人の

「他の人との平等」を権利として保障することを目的としており、障がいの

ある人が働ける社会に変革することが強く求められる。

しかし、以上のとおり、多くの障がいのある人は働いて収入を得ることが

できない状況にあることがわかる。

憲法に基づく生存権保障として、生活保護制度がある。しかし、これは、

障がいのある人に関する基本施策が実施されたうえでそこからこぼれる人を

救うための最後のセーフティネットである。

また、障害に起因する特別な支出を補う制度として、手当がある。国の制

度として成人障害者に対する手当として「特別障害者手当」がある。しかし、
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Ⅰ　障がいのある人にとっての障害年金の意義

その対象者は常時特別な介護が必要な重度障害者に限られる。また、支給額

も月額2万6810円（2017年）にすぎない。

したがって、障害年金は障がいのある人の所得保障政策の基本に位置づけ

られる。

障害者権利条約28条は「相当な生活水準及び社会的な保障」と題し、1項

で、障がいのある人に相当な生活水準の権利を認めており、障害年金は、同

条約によっても保障されるべき権利といえる。

障害年金の受給者数は、2014年度で207万5000人（平成27年度厚生年金保

険・国民年金事業年報」）である。

『障害者白書〔平成29年度〕』によると障害者858万7000人のうち身体・知

的の18歳未満および精神の20歳未満の人数が合計約50万6000人であり、これ

ら障害児を除く成人障害者808万1000人のうち障害年金受給率は約26％にす

ぎない。

すなわち、障害者全体の74％は障害年金を受給できていない。

民間団体の調査によると相対的貧困とされる年収122万円の「貧困線」を

下回る障害のある人たちが81.6％に及んでいるという（きょうされん「2016年

5月19日　障害のある人の地域生活実態調査報告書」参照）。

なお、同調査報告書によると、親との同居率を調べた結果、親との同居率

は54.5％であり、50歳を超えても親との同居率は半数を超えており、障がい

のある人の経済生活は、親に依存することで成立しているのである。

障がいのある人の自立した生活の実現には、ほど遠い現実が存在している

ことがわかる。

障害者基本法は15条において、「国及び地方公共団体は、障害者の自立及び

生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなけ

ればならない」としているが、およそ現状の施策は不備といわざるを得ない。

国際的にみても、日本の障害年金受給率は極めて低い（OECD「図表で見

る世界の年金2013」）。

障がいのある人が、経済的にも親に依存せず、地域で自立した普通の生活
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第２章　障害年金制度の概要

Ⅰ　公的年金とは

1 　日本の年金制度の体系

⑴　公的年金とは何か

公的年金は、憲法25条に基づく社会保障制度の給付の一つとして、国家の

責任で、国民が、老齢、障害、死亡といった一定の所得喪失リスクを負った

ときに、国民の生活を保障するために金銭給付を行う制度である。

日本の主な公的年金制度には、もともと3種類あり、その人の働き方に

よって加入する年金が変わる。たとえば、日本国内に住む20歳以上・65歳未

満のすべての人を対象にした国民年金（「基礎年金」とも呼ばれる）、サラリー

マンや公務員を対象にした厚生年金保険（一般的に「厚生年金」と呼ばれる）

である。これらは社会保険方式による公的年金であるが、そのほか経過的に、

社会扶助方式（いわゆる税方式）で支給されている恩給、老齢福祉年金など

もある。

これに対して、私的年金とは、国家・民間いずれが運営するかを問わず、

個人や企業が、個人（従業員）の老後や障害、死亡などに備えて、任意の契

約により、保険料を納付し、一定の保険事故が発生することによって年金給

付を受けるものである。

日本の私的年金制度は、大きく個人年金と企業年金に分かれ、個人年金に

は、国民年金基金による年金、確定給付個人年金・確定拠出個人年金、貯蓄

型個人年金等に分類でき、企業年金としては、厚生年金基金による年金、確

定給付企業年金・確定拠出企業年金、自社年金などに分類することができる

（〈図1〉参照）。

⑵　老齢年金、障害年金、遺族年金―支給される原因による分類

年金は、支給される原因によって、老齢年金、障害年金、および遺族年金

に分けることができる。老齢年金（共済年金では退職年金）は、一定以上の
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Ⅰ　公的年金とは

高齢になったときに、障害年金は、一定以上の障害を有することになったと

きに、遺族年金は主たる生計維持者が死亡して残された遺族がその者の所得

によって得られていた生活を営むことができないときに、それぞれ支給され

（出典）『平成28年版厚生労働白書』資料編238頁

〈図 1〉　年金制度の概要（年金制度の体系）

概　要

○現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受
ける。（１階部分）

○民間サラリーマンや公務員は、これに加え、厚生年金や共済年金に加入し、基礎年
金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受ける。（２階部分）

○このほか、個人や企業の選択で、厚生年金基金などに加入することができる。（３階
部分）

※１　被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月１日から公務員及び私学教職員も
厚生年金に加入。また共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに年金払い退職
給付が創設。ただし、平成27年９月30日までの共済年金に加入していた期間分に
ついては平成27年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。

※２　第１号被保険者には、任意加入被保険者を含む。
※３　第２号被保険者等とは、被用者年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、

65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を
含む）。

（数値は平成27年３月末）
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２
階
部
分

国
民
年
金
基
金

確
定
拠
出
年
金（
個
人
型
）

１
階
部
分

加入
員数
45万人

自営業者など

1,742万人
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など
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782万人
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る。

老齢・障害・遺族に対する給付の名称について、国民年金の場合は、それ

ぞれ「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」と呼び、厚生年金

の場合はそれぞれ「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」、「遺族厚生年金」と呼

んでいる。

⑶　定額年金と所得比例年金

公的年金は、定額の保険料をかけてきた期間に応じて定額の年金が支払わ

れる定額年金と、所得に応じて保険料を納め、かけてきた保険料の総額に比

例した額が支給される所得比例（報酬比例）年金に分類される。国民年金の

老齢基礎年金は定額年金であるが、厚生年金の老齢厚生年金は所得比例年金

である。ただし、厚生年金の保険料を納めた者は、国民年金から基礎年金と、

厚生年金から報酬比例年金が支給される。このように定額年金と所得比例年

金が両方支給されるしくみを、2階建て年金制度という。

実際にはこの2階建て年金に加えて、年金基金や企業年金、個人年金など

が上乗せして支払われることもあるため、日本の年金制度は3階建て年金制

度だともいわれている。

2 　国民皆年金制度の成立および基礎年金制度の創設

もともと日本においては、戦前よりサラリーマンに対する厚生年金制度が

存在したが、1961（昭和36）年に国年法がスタートし、すべての国民が何ら

かの年金制度に加入できるという「国民皆年金制度」が確立した。しかし、

この当時は、国民年金の被保険者には任意加入とされる者（専業主婦や学生

など）が多く、老齢・障害・死亡などの保険事故が発生したときに無年金と

なってしまう者も生じていた。また社会構造の変化の中で、サラリーマンが

増加し、自営業者が減少する中で、国民年金において財政状況が悪化して

いった。

そのため1986（昭和61）年に根本的な法改正がなされ、20歳から59歳まで

のすべての国民が国民年金に強制加入することとし、サラリーマンは厚生年
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金に加入すると同時に国民年金

に加入し、公務員は共済年金に

加入すると同時に国民年金に加

入するという形で、国民年金が

すべての年金の基礎年金（1階

部分の年金）として位置づけら

れるという現在の制度がつくら

れた（その変遷について〈図2〉

参照）。

その結果、土台となる国民年金（基礎年金）の加入者の範囲は、自営業

者・無業者などの第1号被保険者、サラリーマンや公務員等の第2号被保険

者、第2号被保険者に扶養されている配偶者の第3号被保険者の3種類に

なっている。

日本の年金制度は、このように1986年の法改正により大きく骨組みが変

わったので、同年法改正前を「旧法」、改正後を「新法」と呼ぶことがある。

3 　国民年金の被保険者

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加

入する政府管掌の年金保険（実際の運営業務は日本年金機構に委託）で、老

齢・障害・死亡などの給付事由が発生したときに、「基礎年金」を受けるこ

とができる。

国民年金の強制被保険者には、「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、

「第3号被保険者」と3種類があり（国年法7条1項）、どの制度に加入する

かにより、保険料の納め方が異なる（以下、適宜〈図1〉参照）。また、任意

加入できる場合がある。

⑴　第 1号被保険者

第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する人で、

第2号被保険者、第3号被保険者以外の人をいう。

〈図 2〉　年金制度の変遷

1940年　船員保険法
1942年　労働者年金保険法
1944年　厚生年金保険法　改称
1959年　国民年金法　制定
1961年　国民皆年金　施行

1986年　大改正
旧法
新法　基礎年金制度導入

13
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たとえば、自営業、農業、従業員4人以下の個人事業で働いている人は、

第1号被保険者となる。また、学生や厚生年金に加入できない短時間のパー

ト労働者、失業者なども第1号被保険者となる。

⑵　第 2号被保険者

第2号被保険者とは、厚生年金保険などの被用者年金制度の被保険者をいう。

20歳前でも、60歳以後でも、被用者年金に加入している限り被保険者とな

る（老齢年金の受給権を有する65歳以上の人は除く）。

⑶　第 3号被保険者

第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満

の配偶者をいう。

ここでの被扶養配偶者の認定は、健康保険法や国家公務員共済組合法、地

方公務員共済組合法などにおける「被扶養者」の認定の取扱いに準じる（国

年法施行令4条の2）。被扶養者として届出をする者が被保険者と同一世帯に

属している場合、年収が130万円未満（障害年金3級以上の障害者は180万円未

満）であり、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である場合に、「被扶養

者」とされている。

〔表 1〕国民年金に強制加入の被保険者の種類

年齢要件 国内居住要件 該当者
第1号被
保険者 20歳以上60歳未満 ○ 第2号被保険者および第3

号被保険者以外の者

第2号被
保険者

年齢制限なし（ただ
し65歳以上の場合は
老齢年金の受給権が
ない場合のみ）

×
厚生年金保険の被保険者、
共済組合の組合員、または
加入者

第3号被
保険者 20歳以上60歳未満 × 第2号被保険者の被扶養配

偶者

⑷　任意加入被保険者

国民年金に任意加入できる任意加入被保険者は①～③のいずれかの者であ

る（国年法附則5条1項）。

①　日本国内に住所を有する60歳以上・65歳未満の者

14



Ⅰ　公的年金とは

②�　日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上・65歳未

満の者

③�　「任意加入被保険者の特例」に該当し、任意加入できるのはⓐ～ⓒの

要件をすべて満たす者（国年改正法附則（平成6年第95号）11条、国年改

正法附則（平成16年第104号）23条）。

　ⓐ　1966年4月1日以前生まれの者

　ⓑ�　国年法による老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年

金たる給付の受給権を有しない者

　ⓒ�　日本国内に住所を有するか、日本国籍を有し日本国内に住所を有し

ない65歳以上・70歳未満の者

⑸　国民年金の手続

国民年金は強制加入であるので、何らかの加入手続をしてはじめて被保険

者資格を得るものではない。

しかし、保険料支払いの関係で、資格の取得や喪失があったときは、第1

号被保険者は、14日以内に居住地の市区町村に届け出なければならない（国

年法12条1項）。勤めていた会社から退職した場合のように、厚生年金から国

民年金への切替え（第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更）が必要

なときも、同じく届出が必要である。このとき被扶養配偶者がいる場合は、

被扶養配偶者も同時に国民年金への切替え（第3号被保険者から第1号被保険

者への種別変更）が必要である。

特に第1号被保険者は自ら、国民年金保険料（1万6490円／月（2017年度））

を納付しなければならない。もし届出や納付を忘れた場合、保険料は2年前

の分までは（2018年9月末までは5年前まで）遡って納付することができるが、

それより前の未払いの期間は保険給付の基礎にならない。また、障害年金の

受給には保険料納付要件があり、初診日の前日において一定期間の保険料を

納付したこと（あるいは免除を受けていること）が要件となるが、たとえば第

1号被保険者が期間中に保険料を滞納した場合、保険料納付要件を満たさな

いことがある。
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執筆者一覧

執筆者一覧

青木　寛文（長野県）

太田　晃弘（東京）

姜　　文江（神奈川県）

小林美智子（第一東京）

佐々木育子（奈良・社労士有資格）

関哉　直人（第二東京）

髙橋　智美（札幌）

髙森　裕司（愛知県）

　以上、いずれも弁護士

辻川　圭乃（大阪）

土井　裕明（滋賀）

徳田　　暁（神奈川県）

福島　健太（兵庫県）

藤岡　　毅（東京）

山本　恭子（長野県）

油布　　剛（福岡県）

安部　敬太

岡部　健史

　以上、いずれも社会保険労務士

倉本　貴行

山下　律子
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